中小企業経営革新承認企業一覧 平成29年度 （愛知県)
＊承認企業が公表を希望していない項目については空欄となっています。
＊掲載している情報は計画承認時点のものです。
＊社名等変更があった場合には、確認のできたものについて反映しております。

番号

会社名等

本店所在地

計 画 テ ー マ

連絡先電話番号

5134 ㈱ハンズコーポレーション

名古屋市中村区則武1丁目 アスリート向けボディ-メンテナンス等を軸にした新たなサービス
１の１井本ビル
の提供

052-459-5126

5135 加藤機工㈱

瀬戸市東菱野町107番地

0561-83-3456

5136 ㈱ティエムエフ

愛知県一宮市三ツ井五丁
目18番5号

5137 ㈲佐野花火店

岡崎市柱町福部池8番地

5138 ㈱フジデンタルテクノ

名古屋市西区花の木2丁目
工程のデジタル化による生産性の向上
19番22号

052-602-8726

5139 ㈲野田安

刈谷市御幸町5丁目401番
保冷機能付き配送コンテナ等導入による販路拡大
地

0566-21-4769

5140 ㈲大橋化工

愛知県豊明市沓掛町城塚
標的顧客を絞り込んだスマホケースの製造・販売
40番地

0562-92-3362

5141 ㈱アイギ

愛知県東海市荒尾町熊ノ
山9番地の１

052-603-2688

5142 コーディアル㈱

豊橋市牛川通3丁目3番地
物流整備によるバイオマス燃料の実用化
44

0532-64-1200

5143 ㈱平野工業

水槽タンク運送メンテ一括受注体制構築

0586-81-0814
がん具花火を使ったインバウンドへの販路拡大

0564-51-4382

ワイヤー放電加工技術の高度化と技術承継

5144 犬山ツーリスト㈱

犬山市上坂町三丁目８１番
新たなバス事業展開に伴う経営革新
地

0587-91-2123

5145 ㈱香嘉園

西尾市西浅井町西田39

0563-52-1660

5146 ラポ㈱

名古屋市中区新栄二丁目
１番4号

5147 ㈱菱源畳店

名古屋市昭和区川名本町
畳を活用した子ども部屋の開発・拡販
1-10

052-751-0373

5149 ㈱押谷製作所

名古屋市守山区中志段味
機械設備の更新による新たな生産方式の導入
大洞口2714-1

052-736-0766

5150 住まいる装建㈱

名古屋市西区大野木４丁
目193番地

052-506-7305

5151 ノザキ製菓㈱

名古屋市西区城北町3-41

052-522-3161

5152 ㈱ナイトフッド

春日井市下屋敷町二丁目5
空気から水をつくるウォーターサーバーの事業化
番地6

0568-97-0666

5153 コンドー産業㈱

豊田市御作町辻畑577番地 採石水洗プラントの生産効率向上を目指した新たな生産方式の
9
導入

0565-76-4263

5154 ㈲山田精機工業

あま市七宝町桂宮附1596
番地

5155 ㈱トライアル

西尾市鳥羽町未新田40番
改良型真空装置の製造開始と販売拡大
地1

0563-62-6697

5156 ㈱LIVING BOX

名古屋市守山区大永寺町
211番地 宝大永寺ハイツ キッチンと洗面台を一体化した製品の開発
106号

052-799-9406

5157 グリンスタイル㈱

知多郡東浦町緒川字東仙 中小企業が利用しやすい動画コンテンツの一貫した制作・配信支
050-5309-1645
台34番地6
援サービス

5158 ㈾東屋酒店

安城市明治本町12番18号 体の中と外の両方から キレイ を導く独自エステサービスの開発 0566-77-5111

5148 エムアンドエムデザイン

リフォームの材料販売と施工指導

金属加工品の複雑形状加工と品質保証を実現する技術導入によ
052-444-2018
る販路拡大

5159 ㈲ブライトプラネット

一宮市北小渕字八幡100番
ケニア向けの日本製品販売事業
地

5160 パワーテックス㈱

岡崎市岡町上野川78-6

ジャパンクオリティの機能性作業用手袋で海外市場を開拓する事
0564-83-8836
業

5161 ㈱Dream Cube

名古屋市中区栄3-1-19

地域に広げる、芸術鑑賞会

5162 aoyama

北設楽郡設楽町清崎字
牛ヶ久保27

製造拡販による顧客の囲い込みと設備導入による短納期製作手
0536-62-1130
法による革新

5163 武蔵重設㈱

刈谷市高須町啻山107番地 生産過程を「見える化」した植物工場の事業化

0566-24-0710

5164 T・Sトレーディング㈱

一宮市花池3-13-15

0586-43-0541

5165 ㈱優伸工業

春日井市穴橋町1492番地4 竹の飼料化および食料化促進による竹林・里山管理

5166 ㈱オールシステム

名古屋市中区錦2-19-19
介護リフォームの困りごとを解決する総合情報提供サイトの構築 052-220-5250
広小路センタープレイス7F

5167 フジテック㈱

愛知郡東郷町大字和合字
硬鋼材の切削加工技術の研究開発による納期短縮
牛廻間151番地の4

0561-38-0593

5168 第二設計

名古屋市西区名駅2丁目29
番28-210号（グランデール 1級建築士による納得の家づくり新サービス
名古屋）

052-485-5831

新たな人材調達の仕組みの構築による受注対応力及び収益力
の強化

5169 JIMCOM

052-755-7259

0568-37-3444

080-4337-9206

みよし市三好ヶ丘緑３-１-１
豊田市みよし市地域情報発信サイト構築
アールビルＡ−２

0561-56-1570

5171 ㈱伊達屋

高浜市春日町七丁目7番地
18

0566-55-1501

5172 愛知ピュ・ア㈱

北名古屋市沖村天花寺157

5173 ㈱大勝物産

名古屋市東区東桜二丁目3
著名シェフ・パティシエとのコラボ店出店
番7号

052-930-6570

5174 西尾化工㈱

西尾市行用町東屋敷61

0563-54-4003

5175 ㈱大日建設

名古屋市名東区上菅二丁
ライフスタイルに合わせて完成させていく注文住宅の提供
目101番地

052-760-1055

5176 ㈱サンホームズ

額田郡幸田町大字久保田
超高気密・高断熱住宅の実測検証による開発
字釜谷7-26

0564-63-6167

5177 ㈱鈴重

稲沢市千代町砂畑22番地 生産システムの刷新による短納期化実現

0587-50-0333

5178 ㈲ヨネプラ金型

西尾市米津町久手65番地1

5179 ㈱TEN

名古屋市名東区高針22417

5170

㈱Ｔｃｅｌｌ医療福祉経営コンサ
ルタント

made by japanの一般向け防火商品ブランド化

052-766-6052

セラーを使い品質管理を徹底したコーヒーで自社ブランドの確立
を図る

量産金型製作技術と新型成形機の組合せにより高品質樹脂製
品のサンプル製作を実現する

0563-54-3534
052-753-7718

5180
フレコンバックの生産効率の向上、新製品開発を目指した新たな
052-444-7616
生産方式の導入

5181 ㈱有吉商店

あま市二ツ寺五反地19番
地1

5182 ㈱佳友

小牧市中央一丁目157番地 工事過程の「見える化」の構築

0568-54-1388

5183 ㈱小塚塗装店

名古屋市中川区江松三丁
使えなくなった塗料のリサイクルサービス
目1001番地

052-301-5072

5184 ㈱大羽ミシン

豊橋市前田町2丁目17-6

刺繍ミシンを使ったオプションビジネスの提案

0532-52-1661

5185 ㈱ビッグホワイ

一宮市木曽川町里小牧字
総合カビ対策BANsystemの代理店制度確立
渡瀬54番地

0586-87-6617

5186 ㈱リバーブプランニング

名古屋市東区東桜二丁目4
地域密着型 健康寿命を延ばすお手軽フィットネス事業
番1号

052-932-3777

5187 ㈱コムプリスカンパニー

大府市東新町1-158

会員制カーキュアPlusケア事業

0562-74-3338

5188
5189 日研オフィスシステム㈱

名古屋市昭和区長池町53Dプリンターの使い放題サービスの事業化
11

5190 行政書土法人エベレスト

名古屋市中区錦二丁目15
番19号
アゼット錦ビル2階

5191 ㈲ケービーシージャパン

名古屋市中区丸の内三丁
国産中古車の発信型輸出体制の構築
目19番23号

052-212-7627

5192 焼肉やすお

清須市西田中城下74番地 飲食店専門コンサルタント事業の実施

052-508-9340

5193 ㈱セレクション

名古屋市熱田区一番3丁目
福祉車両のレンタカー事業の開発
5番3号

0566-91-4530

5194 三河アシストリファレンス

西尾市一色町治明丑新田
完済シミュレーション専用システムの制作
北ノ切23番地

0563-74-0930

5195 ㈱アバンティ

一宮市本町4-2-1

カーテンのマッチングシステムによる販売

0586-71-0033

5196 太光設備㈱

瀬戸市小空町17番地の1

独自メンテナンスサービスによる住設管理業務への新規参入

0561-84-6959

5197 ㈱アイチ金属

名古屋市瑞穂区苗代町17‐
新素材を活用した販路拡大事業
16

052‐821-6544

5198 ㈱光貴組

名古屋市緑区大高町字杁
アスベストの無害化を実用化する
前39番地

052-629-5567

5199 ㈱General Store Studio

海部郡大治町大字馬島字
小売業から製造・卸売業まで進出し、SPA事業の推進
大道西35の2

052-443-8433

5200 ㈱カラークラフト

豊橋市上伝馬町96番地

5201 ソートウェア㈱

名古屋市千種区内山3丁目
18-10千種ステーションビル 使いやすく、安価な原価、業績管理システムの提供
802号室

賃貸物件の空室対策[賃貸再生事業]に売却ニーズの対応を導
入

052-852-1266

0532-39-6072
052-439-6758

5202
5203 ㈲トワニ

安城市住吉町七丁目20番 体を温めつつ内側からの健康・美容を支援する総合支援施設の
0566-98-3668
地4
運営

5204
5205 ニコハウス設計室

豊橋市杉山町字東原37-2 DIYお助け隊

0532-74-1310

5206 ㈱INBプランニング

大府市北崎町駒場56番地3 工場新設による高効率増産体制の構築

0562-45-6966

5207 ㈲斉藤モデル製作所

知多郡東浦町大字緒川字 夜間の無人稼働による生産体制の確立と従業員の技術力の平
上高根台30番地6
準化

0566-28-6800

5208 ㈱幸蝶

名古屋市昭和区塩付通140-1
美味しい低糖ケーキの販売
シャトレ北山1階

052-684-6823

5209 角三

豊川市御津町西方松本5‐5 新販路開拓と業務効率化による経営力強化

0533-75-2051

5210 加山興業㈱

名古屋市熱田区南一番町
廃棄物中間処理業から環境ソリューション企業へ
15番5号

0533-89-0375

5213 ホームグラウンド㈱

名古屋市緑区西神の倉1リノベーション会社に特化した営業支援サービス
311-1B

052-877-5581

5214 ㈱ミリオンホームネット

名古屋市名東区高社一丁 おいしいグルテンフリー食品を提供する、和スイーツの店の事業
052-726-9100
目263番地
化

5211
5212

5215
5216 ㈱ＴＭＣ
5217 ㈱里環境企画

名古屋市中区錦2-13-24先
ハイブリッド木材の開発・販売
（伏見地下街協同組合）

052-222-0300

5218 ㈱イトコー

豊川市諏訪西町2-248

定期借地権方式による『里山のある町角』の販売

0533-86-8887

5219 ㈱スペック

豊橋市駅前大通2-59

女性チームで行う室内塗装リフォームサービス事業の展開

0532-53-6711

5220 三河商芸

刈谷市高須町1-6-12

「全自動熱プレス機」を新規購入して、取扱い商品の付加価値を
0566-21-2205
向上させる

5221 カフェヒマワリ

蒲郡市豊岡町下前田37番 健康志向を踏まえた新メニューの開発提供とフリースペースの活
090-2947-5694
地1
用

5222 アンテリア

豊川市伊奈町古当70番地
電子カルテを利用した「ビジュアルで感じる提案方法」の開発。
149

0533-56-2833

5224 PosiPosi㈱

名古屋市中区栄2-11-30セ
オフィスといえばポジポジ
ントラルビル9F

052-209-9056

5225 ㈱シナノキ環境美装

名古屋市西区大野木五丁 双方向遠隔作業助言システムによるリフォーム現場運営の効率
052-506-9091
目225番2号
化

5226 ㈲印刷の共文社

名古屋市守山区川西1丁目
立体型商品の提案による新規顧客の獲得
1305番地

052-793-8872

名古屋市熱田区二番二丁
名古屋コーチンの新たな加工品の開発
目4番5号

052-651-7288

5228 ㈱坂井海苔店

海部郡飛島村政成1-52

「やわらかきざみのり」の開発・販売

052-582-0211

5229 ㈱小川製作所

西尾市楠村町寺下16-1

オートメーション化を目指した生産方式の導入と販路開拓

0563-59-8053

5230 ㈲伊藤製作所

小牧市大字大草5375番地 ①原価計算制度の導入、②試作品生産体制の拡充、③新工場
の1
の設立等による粗利アップ・生産能力増強

5231 アズトレイディング㈱

名古屋市天白区平針二丁 専用美容機器を活用した、当社独自のエステ効果記録サービス
052-807-7610
目1111番地A2ビル
の開発・提供

5232 こども古本店

北名古屋市鍜治ケ一色東
二丁目23番地ルーエンハイ 書籍消毒機の導入による自社ブランドの強化
ムＢ105

0568-68-8662

5233 常盤屋商店

北設楽郡豊根村下黒川字
ポンタ便を活用した新買い物弱者対策
ケゴヤ17-2

0536-85-1020

5234 ㈱イントリニティー

名古屋市名東区宝が丘72 知名度の低いアーティストとファン・クライアントをつなぐシステム
052-414-4695
番地の2
の開発

5223 いまはし歯科クリニック

5227

名古屋市南部食鶏加工協同
組合

0568-78-1483

5235
5236 長屋印刷㈱

名古屋市東区泉3−30−23

052-931-3661

5237 東名技研㈱

小牧市上末字字神田1060 微細加工技術を活用して新たに航空産業向けの超精密歯車の
番2
製造・販売を行う

0568-47-1811

5238 ㈲沓名製作所

小牧市曙町115番地

0568-71-1814

5239 ㈲プラネッツコーポレーション

新城市玖老勢字五領30番
食料品・日用品等の移動販売による付加価値の向上
地の7

0536-35-0881

5241 ㈱チュウブワークス

津島市埋田町1丁目36番地 自動車整備の作業安全性を高める新商品開発

0567-22-5657

5242 ㈲オーカス

名古屋市中村区則武1丁目
10番6号側島ノリタケビル9 西洋人参による新健康食品の創造
階

052-451-3060

5240

5243 北川ダイヤモンド工業㈱

名古屋市中区上前津1-6-1 「ANOTHER DIAMOND」の拡販

052-331-1021

5245 ㈱ダイコーゴム

名古屋市緑区大高町寅新
田56番1

052-622-6101

5246 ㈲日比野製作所

瀬戸市萩殿町三丁目79番
地

0561-21-2750

5247 永和堂製菓舗

知多郡南知多町大字豊浜 新たな小型「たいぱい」を開発し、スイーツと総菜パイとし、イート
0569-65-0118
字半月18-1
インでの拡販も。

5248 ㈱ワイマーケット

名古屋市中村区名駅4-16商品の多品種化による販路の拡大
19

052-571-1431

5249 ㈱マルエス機工

小牧市大字下末字野本347
ベトナムに生産拠点の設立
番地17

0568-73-3724

5250 ㈱tendre

名古屋市中区栄1-16-15
伏見DOビル1F

052-212-0727

5251 名古屋エアゾール㈱

名古屋市西区那古野1-36- 消費者ニーズによる製品の企画、製造を行い、新規需要の拡大
0567-31-3268
10
を図ると共に、設備導入による効率化を実現する。

5252 ディープブルーコンサルタント

名古屋市守山区小幡四丁
リスクマネジメント経営のための事業計画策定サポート支援業務 052-799-9217
目13番32号

5253 ㈲矢田義典建築設計事務所

名古屋市名東区社台1-187 「自分ノートを手造り」し拡販を目指す

052-485-8467

5254 太陽木材工業㈱

豊田市御船町奥山畑１番
地

0565-45-3456

5255 山崎水産㈲

豊橋市野依町字光明38番
「鮎の極み」の商品化及び販路開拓事業
地

5244

シェア美容サロンの運営

豊田市中山間部間伐材の集成材製造

0532-46-9747

5256
5257 アートジュエリー緑

052-804-4213

5258 ㈱タケハラ電子

名古屋市守山区西川原町
高性能設備導入による受注増加を図る
140番地

052-793-9808

5259 ㈲水野製作所

愛西市立田町北郷附50番
複合加工機導入による納期短縮と新規受注拡大
地

0567-28-5974

5260 ㈲ドリーム大髙

名古屋市守山区天子田一
単身者や少人数世帯を意識した自炊サポート店舗の運営
丁目1002番地

052-769-1702

5261 ㈲アイックス

瀬戸市東赤重町1-69-2

0561-82-6561

5262 ㈱東栄超硬

愛西市大井町樫ノ木163番
超硬合金における微細穴加工技術の実現
地の2

0567-31-0862

5263 ブルーアイズ㈱

愛知県春日井市篠木町5丁
格安宇宙旅行ビジネスへの参入
目23番地2

080-4303-8960

5264 ㈱髙坂工業

名古屋市中村区五反城町
ドローンを導入した外壁の赤外線調査事業の実施
4-31

052-412-0857

5265 ㈱テクニカ

豊明市沓掛町小廻間34-21

0562-92-2813

5266 朝日工業㈱

愛西市落合町下通117番地

5267 ㈱クリエイト・プロ

小牧市大字河内屋新田792
番地1

0568-71-1919

5268 ㈲東海タック

名古屋市守山区新守山603 デジタル印刷による高付加価値ラベルの生産体制構築

052-797-0131

5269 ニッタイ工業㈱

知多郡武豊町大字冨貴字
エンドユーザーにより近い所での情報の受発信
黒山1-9

0569-73-5121

5270 よし喜

海部郡大治町大字馬島字
宴会にコト消費をプラスする提案の導入
大道西44

052-442-4556

最高級クリーニングの開発と提供

ベアリングの軽量、極薄化に対応する新工法開発による販路拡
大とIoTを利用した業務プロセスの見える化による作業効率化

0567-33-0067

5271 八洲重量㈱

清須市清州三丁目2番地の
少人数短納期を実現する運搬システム構築
１

5272

052-400-0381

販売在庫管理システムによる業務改善

5273 福井ファイバーテック㈱

豊橋市中原町岩西5-1

0532-41-1211

5274 ㈲岡本環境造園

豊川市大崎町野中72番地

5275 salt合同会社

名古屋市中村区名駅4-16神社を拠点とする地域交流SNSの開発
24 名駅前東海ビル312

052-485-8261

5276 碧海冷蔵製氷㈱

高浜市田戸町六丁目6番地
新設備の導入による新分野への進出
30

0566-53-0046

5277 ㈲辻鉄工所

豊川市御津町下佐脇縄手
60

0533-76-2856

5278 名古屋ボデー㈱

名古屋市緑区大根山二丁
修理部新設と機械導入による生産能力強化
目203番地

052-621-1111

5279 ㈱なごみん

一宮市木曽川町黒田二の
企業主導型保育施設の新規開設による新たな顧客層の開拓
通53番地

0586-87-8331

5280 ㈱テクニカルシステム社

名古屋市中区大須4丁目11 サーボモーターを活用した介護施設・食品工場向け、後付け型自
052-241-2521
番17号
動ドア装置の開発・販売

5281 ㈱ケイアンドカンパニー

名古屋市西区城西町５７番
ギフトコンシェルジュへの挑戦
地

052-503-5530

5282 ㈲舘

名古屋市瑞穂区白砂町4丁
写真館への顧客・販売管理システムの提供
目88番地

0561-38-2645

5283 波多野建設㈱

碧南市三宅町二丁目15番
将来性の高い、安全・安心な「木の家」の開発
地

0566-41-9179

5284 ㈱厨房サービス

知多市清水が丘1丁目1407
湿温度管理が可能なペルチェ式冷温機の開発
番地

0562-57-5400

5285 ㈱INUI

常滑市坂井字水戸狭間73
高温用コーティング材の開発・販路拡大
番地

0569-35-2955

5286 ウッド・アート・スタジオ㈱

岡崎市井田町字稲場2-1

5287 三好建設工業㈱

みよし市三好町折坂3番地 ドローンを使用した測量、保守、点検等サービス提供

0561-34-3072

5288 ㈲カネマツミルクセンター

丹羽郡扶桑町柏森辻田607
地域の高齢者のための「タイヤ交換サービス事業」新設
番地

0587-93-2965

5289 西冨熔接工業㈱

稲沢市幸町96番地2

ロボット導入により生産性の向上と新たな生産体制の確立を図る 052-442-6170

5291 ㈲モーディクス

長久手市丁子田15-222

多様なニーズに応える高級ブランド品購入支援サービス

5292 ㈱米のキムラ

北名古屋市北野八竜前24 玄米を使用した新しい和菓子の開発

0568-22-5710

5293 ㈲グラトン

豊橋市仁連木町186-5

0532-69-5319

5294 ㈲タツミEG

豊川市川花町3丁目49番地 CNC旋盤導入による作業効率と加工スキル向上

0533-84-1152

5295 ㈱伊藤精密工具製作所

名古屋市中川区柳島町4丁
職人の技をNC機に代替えする新たな生産方式
目10番地

052-361-7537

5296 ㈲鈴正建材

名古屋市名東区大針3-347 職人と元請けのマッチング事業の立上げ

0561-72-2200

5297 ㈱望月商事

名古屋市中村区椿町9番21 日本製品の良さを体感していただく中国向け会員制販売サービ
号
スの確立

052-746-9886

5298 ㈲フロムフォーティ

豊川市市田町東中野60番 省エネ、クリーン及び短納期を実現し、新たな家電や医療関連機
0533-84-2044
地
器分野への挑戦

産業廃棄物処理費用のいらない伐採工事の提供と新市場への
進出

0533-79-8165

WEB上のセミオーダー住宅のシミュレーションソフト提供による低
0564-73-2377
コスト・短納期の実現

5290 ぬしや山善

シニア層の憩いの場となるコンビニエンスストア店舗の運営

052-262-9229

5299 五島建装

小牧市久保一色南2丁目
256番地 パレ・ファミーユ
101号

自社塗装モデルルームを活用した経営革新の実現

090-1415-6290

5300 祖父江硝子店
5301
5302 （株）河合工業所

愛知県春日井市美濃町2丁
生産体制構築による難加工部品への対応
目139番地

0568-31-5500

5303 （有）コバヤシテック

愛知県豊川市上長山町小
技術力と品質管理を活かした新分野への進出
南口4

0533-93-3067

5304 （有）ワイズ

愛知県西尾市吉良町津平
中谷39番地

0563-35-2070

5305 (株)森田商店

名古屋市中川区宗円町2もち米に特化した精米ラインの刷新
21

052-362-0811

5306 （株）栄和技研

愛知県名古屋市中川区伏
屋5丁目708番地

052-302-3688

5307 小野田工業(株)

愛知県高浜市豊田町1丁目
3番地11

0566-53-1227

5308 （有）細田工業

愛知県西尾市寺津町大明
神42

0563-59-8316

5310 （有）ナカシマ金型

愛知県西尾市吉良町富田
殿海戸22番地

0563-35-2088

5311 株式会社オジェッティ

名古屋市中区栄三丁目21
ネットでの生の声を活かした品揃えの充実
番12号

052-712-5551

5312 株式会社Persh

名古屋市東区葵3丁目23-3
空調省エネ器具の革新的な性能向上
第14オーシャンビル4F

052-508-8880

5313 スフィーダ

新城市杉山字前野16番地2 無農薬野菜使用の新商品開発と新規顧客の獲得

0536-23-5830

5315 （株）小菱屋

稲沢市日下部北町４丁目１
高品質厚揚げの衛生的で大量生産可能な製造体制の確立
−１

0587-21-9222

5316 福井酒造(株)

豊橋市中浜町214

サーマルタンクの導入による新製品開発

0532-45-5227

5317 (株)大府木型製作所

大府市桃山町1-92

不純物レス型工法とスキャナー技術確立

0562-46-6413

5318 株式会社さくら総合サービス

春日井市神領町2-24-19

ジョブマッチングサービスおよび新カリキュラムによる売上・利益
向上対策

0568-84-9992

5319 株式会社 甘節庵

常滑市鯉江本町2-2-1

常滑の名産土産品の開発

0569-35-2676

5320 （株）エムアイシーグループ

西尾市道光寺町東縄６５番 新基幹システムの導入による適正な評価システムの構築と生産
0563-56-5111
地
性の向上

5309

5314

5321
5322 (有)クイット

半田市瑞穂町5-6-2

中小企業向け展示会出展支援事業

0569-23-6722

5323 ㈱SG

名古屋市昭和区丸屋町六
丁目６５番地の２

052-841-4811

5324 株式会社コスモテック

名古屋市緑区野末町1501

052-623-6472

5325 スマイルプラス合同会社

名古屋市西区牛島町6番1
安心＆癒し機能付家事代行サービス展開
号

052-766-3518

5326 江口メリヤス(株)

北名古屋市徳重本郷50

0568-22-8000

5327 株式会社フジテックス

愛西市大野町未39番地

計数・検査作業支援システムの導入と自動検査機の開発により、
0567-32-0117
検査プロセスの革新とコストダウン

5328
愛知県西尾市下町丸山4番
地5

0563-57-3037

5332 （株）ジャストプロダクツ

愛知県春日井市下条町32-9

0568-86-9125

5333 （有）西海工業所

愛知県刈谷市青山町二丁
目156番地10

0566-22-0124

5334 倉鐵工業

愛知県知立市西中町永崎
156

0566-81-2740

5335 板倉工業（株）

愛知県高浜市論地町四丁
新製品の生産と中規模量産品の生産効率向上
目8番地10

0566-53-1810

5336 （株）吉良加工

愛知県西尾市吉良町下横
須賀大山15番地

0563-35-1110

5337 （有）加藤工業所

愛知県弥富市操出五丁目6
大物部品成形技術及び設備管理システムの導入
番地

0567-69-0700

5338 （株）鈴幸製作所

愛知県岡崎市橋目町字
久々見22番地

0564-32-2219

5339 ㈱Deco-J

日進市五色園4丁目1203番
デジタルプリント壁紙の新たな生産方式の導入
地の2

0561-59-5577

5340 ㈱丸八テント商会

名古屋市中区栄5-7-10

インドでの産業用テント製品販売

052-251-6731

5341 ミワ建設工業㈱

あま市中萱津稲干場19番1

店舗併用住宅市場に向けた新たな新サービスの導入、販売方式
052-445-5850
の構築

5342 (株)マネジメントデザイン

岩倉市中央町三丁目８５番
地ＢｅｎｖｅｎｎｕｔｏＣＨＵＯⅢ リクルート自動化サービスの提供
２０１号

052-950-3660

5343 アサイウッドマテリア(株)

弥富市竹田3-228

0567-52-2101

5345 （株）宮園製作所

愛知県安城市根崎町東新
金型冷却穴の5軸同時切削生産能力の増強
切27番地1

0566-92-4114

5346 朝日理化工業（株）

愛知県春日井市追進町1丁
目1

0568-31-7121

5347 （株）名南ゴム工業所

愛知県知多市八幡岩之脇
複合機向け革新的クリーニングブレードの開発
105

0569-47-5639

5348 （有）志村プレス工業所

愛知県小牧市大字三ツ渕
407番地の1

設備導入による低コスト・短納期化の実現並びに自社オリジナル
0568-77-0135
商品の販路開拓

5349 （有）山口研磨

愛知県安城市東端町用地
107番地

0566-92-6701

5350 （株）タナカエンジニアリング

愛知県西尾市一色町治明
複雑形状・高硬度素材における生産性向上
宮後6番地

0563-72-7450

5351 （株）アイ・コム

愛知県豊橋市上地町18番
高付加価値ワイヤーハーネスの受注拡大への取り組み
地

0532-61-6651

5352 （株）明和化成工業

愛知県豊田市高岡本町双
葉1番地

0565-98-2122

5353 (株)高倉屋

名古屋市東区橦木町3-52
ソレーユベルテ撞木502

052-937-0234

5354 （株）玉谷製作所

愛知県あま市七宝町沖之
島東屋敷6番地

5329 （有）中央企画社
5330
5331

5344

測定工程の生産プロセスの革新、新たな生産方式の導入

052-444-7397

5355 （有）ヨネプラ金型

愛知県西尾市米津町久手
高速マシニング加工機導入による、新たな生産方式の開発計画 0563-54-3534
65番地1

5356 福助工業（株）

愛知県稲沢市駅前三丁目 下請企業から提案型企業へ脱却し、事業の拡大と販路拡大を目
0587-32-1431
11番12号
指す

5357 株式会社 カネマタ

半田市中町1丁目７４番地

5358 井指製茶(株)

豊川市市田町大道下22-2 リーフ型三角ティーバックによる茶飲革命と販路拡大

0533-86-2273

5359 （有）加藤製作所

愛知県岡崎市大和町字家
下39番地3

0564-32-1089

5360 斉藤鉄工（株）

愛知県西尾市下町小山176

0563-56-2074

5361 （株）セノオ

愛知県海部郡蟹江町本町1 新鋭設備の導入による品質の向上と短納期への対応力強化の
丁目41番地の1
実現

0567-95-3702

5362 ㈱山﨑製作所

西尾市八ヶ尻町堤東59番
地

0563-56-5314

5363 マルワ工業（株）

春日井市松河戸町字段下 飛躍的な生産性向上とコストダウンが計れるインクジェットプリン
0568-56-0211
１３３３番地の３
ターの導入

5364 ヤマキ電器（株）

瀬戸市宮脇町4番地

5365 (株)オカベカミコン

名古屋市守山区苗代2-1428

5366 （株）G-TECH

愛知県小牧市大字大草字
中空素材への板転造加工技術の導入
年上坂5953番地12

0568-65-7301

5368 （株）日紹

愛知県春日井市新開町字
省人化設備導入による生産性向上
平渕39番地

0568-33-7441

5369 （有）エムエヌ化成

愛知県安城市東端町用地
108番地

0566-92-6604

5370 トーカイモールド（株）

愛知県岡崎市洞町字清シ
木32番地1

5371 （有）荒木製作所

愛知県名古屋市北区玄馬 工程集約と専用治具開発による電力会社向け蒸気タービン用大
052-901-7746
町225番地
型ジャーナル軸受の生産性向上

5372 （株）宮後

愛知県西尾市中畑町水荒
井52番地7

0563-59-7827

5373 （有）アイエードゥー

愛知県西尾市中畑町小井
超細穴加工による金型の開発事業
戸17番地2

0563-59-0292

5374 （株）加納鉄工所

愛知県西尾市住崎町飛八
自動車治具部品の工数低減・工程削減
1-27

0563-56-3977

愛知県豊川市御津町泙野
浜新田47-1

0533-77-1611

最新機材とIT化による貸衣装業務の効率化

０５６９−２１−１
０８５

0561-82-2187

5367 大誠精機（株）

生産システムの開発と精度保証の確立

0564-24-7098

5375
5376 （株）鶴ヶ崎鉄工

